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2018-19年度RIテーマ 

 

BE THE INSPIRATION 

 

 

 

ソ ン グ 奉仕の理想 

来賓紹介 宮田村「一輪の会」会長 山中文人様 

副会長 小澤常明様 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ・ｹﾞｽﾄ紹介  

上伊那グループガバナー補佐 田中 洋 様 

会 長 談 話 

 今日は、宮田から「一輪の会」の会 

長山中さん、前会長小澤さんをお招き 

しています。ちょうど40回目を迎え 

る伊那ロータリー顕彰の表彰を行い 

ます。お二人にはお世話になりますが

よろしくお願いします。今日は色々あって時間の都合

もありますので、会長談話はこれで終わりにします。 

委嘱状伝達 2019-2020年度地区役員・委員 

諮問委員会委員、指名 

委員会副委員長、規定 

審議会検討委員会副委 

員長、研修委員会委員、 

青少年奉仕委員会カウ 

ンセラー 中川博司会員 

地区大会企画委員会委員 藤澤秀敬会員 

幹 事 報 告  

1． 地区米山記念奨学委員長より、「米山奨学生世話 

クラブとカウンセラー」のお願いが参りました。 

＜米山奨学生情報＞ 2019学年度米山新規奨学生 

氏名、年齢 ﾗﾄﾅﾔｶ ﾑﾁﾞﾔﾝｾﾗｹﾞ,ｻﾝｷﾞｰﾄ ﾏﾂﾞﾗﾝｶﾞ, 

ﾊﾞﾝﾀﾞﾗ ﾗﾄﾅﾔｶさん（男性）、33歳 

国籍：スリランカ 

学籍：信州大学・総合医理工学研究科総合理工学専 

攻 博士2年 

 

 

 

居住地：上伊那郡南箕輪村 

給付期間：2019年4月1日～2021年3月31日 

（2年） 

※2月27日（水）までにカウンセラーと奨学金受入 

専用口座を地区事務所へ連絡する。 

2．地区事務所より、「2019-2020年度のための地区研

修・協議会」開催の案内が参りました。 

（正式な案内は3月初旬になります。） 

日時：2019年4月7日（日） 

受付 9：00～10：00 

本会議・分科会 10：00～16：00 

場所：松本大学 

分科会：次期①会長部会②幹事部会③会員増強部会 

④公共イメージ向上部会⑤職業奉仕部会 

⑥社会奉仕部会⑦青少年奉仕部会⑧ロータ 

リー財団部会⑨米山記念奨学会部会 

3．東日観光㈱より、2019年6月国際ロータリー年次

大会 参加旅行のご案内が参りました。 

☆お知らせ 

・世界寺子屋運動キャンペーン用、書き損じハガキが

ありましたら、2月28日までに事務局までお持ちく

ださい。 

委員会報告  

「伊那弥生ケ丘高校キャリア教育授業」報告 

 唐木一平 職業・社会奉仕委員長 

        去る2月14日に前年度までの分野 

別に分かれての授業ではなく、伊那文 

化会館小ホールにて1年生生徒全員が 

参加し「地域に向けて提案しよう」を 
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創 立 59 周 年 記 念 例 会 



テーマに学習発表を行い、伊那市大きくは日本が

今後どのように発展していくのか、自分たちがど

のようなところに力が注げるか等について真剣

な討議が行われました。当クラブから特に将来の

ある若手経営者 5名がアドバイザーとして参加

し、生徒の意見に対してコメントし、適切なアド

バイスを行い将来への方針も語っていただきま

した。これから将来を夢見る 1年生ですから、時

期的にも的をえた素晴らしい授業が出来たこと

を喜ばしく思っています。 

出 席 報 告 会員数 56名 内出席免除 18名  

長欠 2名 出席者 35名 事前メーキャップ 1名 

出席率 80.00％ 前々回 77.27％変更無し。 

ニコニコボックス 

立石 誠・赤羽弘之 田中ガバナー補佐、宮田村

「一輪の会」山中文人様、小澤常明様ようこそ

お越しくださいました。 

立石 誠・赤羽弘之 伊那弥生ヶ丘高校キャリア

教育授業担当者の皆さんご苦労様でした。 

鈴木正比古・唐澤幸利・向山賢悟・唐木 拓 伊

那弥生ヶ丘高校キャリア教育授業にてアドバ

イザーをさせて頂きました。 

山田 益 本日宮田村「一輪の会」が表彰されま

す。おめでとうございます。 

山田 益 2/15（金）東京南 RC で卓話をしまし

た。東京南 RC 会員の兎束俊之さんの要請です。 

中川博司・藤澤秀敬 委嘱状を頂きました。 

竹腰哲夫 前回の例会インフルエンザのためド

タキャンしました。 

在籍祝 宮下金俊 

年末ビンゴ当選 坂井清彦 

ガバナー補佐挨拶 田中 洋ガバナー補佐 

        皆さんこんにちは。ここのとこ 

       ろ随分暖かくなり、今年の桜は開 

花も早そうです。 

今日は伊那 RC さんの創立記 

念例会おめでとうございます。後 

ほど各表彰を行います。 

 先日、地区大会の報告書を頂きまして拝見しま

した。地区大会の運営も素晴らしかったですが、

報告書の出来上がりも素晴らしく伊那 RC さん

の仕事は違うなと感心しております。 

伊藤ガバナー年度も後半に入りました。各クラ

ブが、当初立てた計画に沿って着実に事業を進め

ています。先日、伊藤ガバナーを迎えて上伊那グ

ループの会長・幹事会を開催し下期の方針の確認

を行いました。特に、会員増強について苦労して

いるクラブもあるが、伊那 RC さんは先頭を走っ

ていただいており心より感謝申し上げます。 

3 月 10 日には、伊那中央 RC がホストとして

上伊那グループの I.M.を開催いたします。I.M.

のテーマを「価値を見出そう」としました。これ

は伊藤ガバナーの地区テーマでもあります。ロー

タリークラブの価値、活動の価値をクラブの普段

の実践の中から考えたいと思います。第一部の会

員セミナーは、各クラブの代表の方にお話しいた

だきます。第二部は、一般公開予定で記念講演会

を計画しています。演題を「上伊那の祭り、文化

の再発見」とし、映画と語りの一時間で、伊那谷

の民族文化、祭り文化、そこに生きた先人達の姿

を追います。講師は美篶出身で伊那北高校、早稲

田大学で学び、映画監督、TV プロデューサーと

して活躍される北村皆雄氏です。 

第三部は大懇親会ですので、情報交換を行い、

親睦を深めていただくよう大勢の皆さんの参加

をホストクラブとしてお願いいたします。 

R 財団および米山記念奨学会寄付者発表  

発表者 赤羽弘之幹事 

贈呈者 田中 洋ガバナー補佐 

〇ロータリー財団寄付認証者 

メジャードナー（14 回）中川博司、（11 回）藤

澤秀敬、（11 回）塚越 寛 

 

 

 

 

 

 

 

MPHF（5 回）橋爪利行、（4 回、5 回）藤澤洋二、

（4 回）平澤泰斗、（3 回、4 回）荒木康雄、（3

回）宮下金俊、清水紀光 

 

 

 

 

 

 

 

 



法人寄付 

㈱信州ウェイスト、 

㈱ミヤシタフーズ 

 

ポリオプラス寄付金 

＄1,781.25、 

平和センター寄付金＄254.22、 

毎年 1 万円寄付金＄2,909.12、 

個人、法人年次寄付金＄10,500.00、 

個人年次寄付金＄1,018.02（全員＄17.86） 

合計＄16,462.61 

〇 米山記念奨学会寄付認証者 

米山功労者メジャードナー（11 回）中川博司 

米山功労者マルチプル（6 回）藤澤秀敬、（2 回）

小林孝行、荒木康雄 

普通寄付（クラブ寄付）171,000 円、 

特別寄付 420,000 円  

合計 591,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 40 回伊那ロータリー顕彰者発表 

受賞者 「一輪の会」様 

ご紹介 山田 益会員 

        昔の宮田駅は工場、タクシー会 

社等がありましたが、無人駅と 

なり、その後大分あれておりま 

した。今から 13 年前、宮田駅の 

周りの有志の方々で手入れをす

るようになり、併せて井戸を掘りました。井戸水

は年間通して 15 度であり駅の利用者、周りの方

も利用されています。この水は飲料水として 10

項目の検査に合格していたが、昨年 51 項目の検

査を行い「軟水 pH7.1」と認められました。また、

ニッパツ、タカノ等の寄付で東屋を作りました。

皆さんの努力で憩いの場となっています。「一輪

の会」をボランティアとして努力してやってこら

れた小澤さん、山中さんを表彰して欲しいと顕彰

に推薦させていただきました。 

 

＜活動内容＞ 

平成 18 年 5 月設立後、会員 15 名位のボラン

ティア活動として毎月第 1、第 3 土曜日に月 2 回

の作業を実施、輪苑内、花壇を始め植樹や樹木の

手入れ苑内の清掃、整備を実施して来ました。ま

た、苑内管理と必要な水確保のため、村内事業所

のご協力を得て、井戸掘削事業に着手し、実施し

ました。現在は宮田村内外の多くの方々が飲料水

として利用されています。 

＜顕彰理由＞ 

ボランティアとして宮田駅を利用している

人々に憩いの場を提供すると共に、井戸の水を汲

みに来る場も綺麗に管理している。 

＜顕彰の言葉＞ 

「一輪の会」は長年にわたり 地域の皆さんが利

用する宮田駅が憩いの場となるよう 花壇の手入

れ 清掃 整備を行い また井戸の掘削事業を行う

等 地域に対する多大なる貢献に敬意を表すると

共に心から感謝を申し上げここに表彰いたしま

す。 

【受賞者ご挨拶】 

「一輪の会」会長 山中文人様 

         この度は、宮田駅前の「一輪 

の会」を伊那 RC様より顕彰いた 

だくこととなり、感激しており 

ます。厚く御礼申し上げます。 

 「一輪の会」は平成 18年に創 

立し、現在は会員 22名で運営し

ています。あの場所輪苑には、子供からお年寄り

まで皆さんに憩いの場として使ってもらってい

ますが、今回の顕彰を契機にさらに充実を図って

いきたいと考えています。小澤さんには、開所以

来会長として頑張っていただきました。小澤会長

と同じことは出来ませんが、私は汗を流して頑張

って参ります。本日は、本当にありがとうござい

ました。 


